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九州地区大学ＩＲ機構 活動総括（2016～2018 年度） 

 

機 構 運 営 委 員 会 

2019 年  3 月 28 日 

 

１．「九州地区大学 IR 機構」について 

（1）設立 

･･･････････････２ 

（2）運営組織等 

･･･････････････２ 

 

 

２．2016～2018 年度に行った活動 

･･･････････････３ 

１．人材育成  

（1）IR 人材の育成のため、ベンチマーク等をテーマとして、具体的な取組状況の報告・意

見交換、外部講師による講演等の実施 

･･･････････････５ 

（2）評価人材の育成のため、「SD セミナー」の開催 

･･･････････････８ 

 

３．情報分析・活用技能の共同開発  

（1）随時の希望テーマ（ポートレート分析、統計技能等）に関する研究会の開催  

･･･････････････９ 

 

４．その他大学の IR 機能の強化に係る活動  

(1) 先進的な IR の取組を行っている大学への訪問調査 

･･･････････････10 

 

 

３．2016～2018 年度に各大学で行った活動実績 

･･･････････････10 

 

 

４．IR 機構の今後の活動について 

･･･････････････12 
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１．「九州地区大学 IR 機構」について 

（1）設立 

 「九州地区大学 IR 機構」（以下「IR 機構」という。）は、2012 年 7 月に設立された IR 機能の充

実・強化を目的とする大学間連携の枠組みである。 

設立当初の大学間連携の内容は、IR の取組を進める上での課題の解決の観点から、①評価・IR

人材の共同育成、②共用情報システムの構築、③情報分析・活用技能の共同開発の３つの活動で

あり、10 大学（福岡教育大学、九州大学、九州工業大学、長崎大学、熊本大学、大分大学、宮崎

大学、鹿児島大学、鹿屋体育大学、琉球大学（注：大学番号順））で設立した。 

 

（2）運営組織等 

 ①大学間連携に関する申合せ 

 IR 機構の設立の際には、大学間連携の目的・活動等に関する申し合わせを策定した（資料 1「九

州地区国立大学における IR 機能の充実・強化のための大学間連携に関する申合せ」（以下「申合

せ」という。）（平成 29 年（2017 年）9月 12 日最終改正））。 

 IR 機構の目的は、「大学間連携を通じて、各大学の IR 機能の充実・強化を図り、もって大学運

営の高度化・効率化及び個性の明確化を推進すること」（第 2条）とした。 

また、IR 機構の活動の内容は、IR の取組を進める上の課題の解決の観点から、評価・IR 人材の

共同育成、共用情報システムの共同開発、情報分析・活用技能の共同開発、その他各大学の IR 機

能の強化に係る活動、の 4 つとした（第 3 条第 1 項）。さらに、これらの活動に当たっては、「各

大学の自主性・自律性に配慮するとともに、活動の成果の共用を推進すること」に留意すること

とした（第 3条第 2項）。 

 なお、大学間連携の「拠点大学」は九州大学（第 5条）であるが、「連携大学」も「拠点大学及

び他の連携大学と共同して、第 3 条第１項各号の活動を実施するとともに、活動の成果の共用に

努めること」（第 6条）とされている。 

 以上のように IR 機構は、各大学のニーズに応じて多様な活動を行う IR の本来的な性格を踏ま

えて、参加大学の自主性・自律性を重視しつつ、大学間連携を通じて各大学の成果の共有を推進

して、各大学の IR の取組の充実・強化を図っている。 

②運営組織 

 IR 機構の運営組織は、機構運営委員会及び実務担当者連絡会で構成される。 

機構運営委員会は、原則として年 1 回開催され、機構の活動に係る基本方針その他機構に関す

る事項について審議を行う（資料 1 第 7 条）。また、実務担当者連絡会は、原則として年 2回開

催され、IRに関するデータ分析に係る取組み並びにその他の諸課題について協議を行う（第 8条）。

なお、実務担当者連絡会は、平成 29 年（2017 年）9月 12 日の申合せの改正により、「運営グルー

プ会合」から「実務担当者連絡会」へと名称変更したものである。上記の機構図は資料 2 のとお

りである。 
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 資料２ 

 

 

 

 

２．2016～2018 年度に行った活動 

 IR 機構は、2016～2018 年度においては、申合せ第 3 条第 1 項各号及び「『九州地区大学 IR 機

構』活動報告書（平成 24～27 年度）」（以下「活動報告書」という。）中の「今後の取組の改善方

策」（資料 3「活動報告書」内の資料 14）を踏まえ、次の活動を行うものとして「九州地区大学 IR

機構 平成 28～30 年度実施計画」を策定した（資料 4）。 

 また、活動にあたっては、申合せ第 3 条第 2 項を踏まえて、各大学の自主性・自律性に配慮す

るとともに、活動の成果の共用を推進するものとした。 

 これを踏まえ、2016 年度から 2018 年度に行った活動としては、機構運営委員会を 3 回、運営

グループ会合（2017 年度から実務担当者連絡会に改正）を 6回、IR 研究会を 3回、評価・IR 勉強

会を 3回、SD セミナー2回を数える（活動一覧は資料 5）。また、2017 年度に設置可能となるよう

に申合せを改正したワーキンググループについては、2件が進行中である。 
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 資料 4 

 

 

この実施計画に対する具体的な活動実績は以下のとおりである。 
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１．人材育成  

（1）IR 人材の育成のため、ベンチマーク等をテーマとして、具体的な取組状況の報告・意

見交換、外部講師による講演等の実施 

 IR 人材育成のため、連携各大学からの具体的な取組状況の報告・意見交換、外部講師による講

演等を行った。事例発表により各大学が取り組む内容を共有し、意見交換で更に議論を深めるこ

とができ、各大学の取組に対する理解と更なる取組の推進が図られた。また外部講師による講演

により、新たな知見を得ることができた。 

 主な活動実績として以下のものが挙げられる。 

 

●2016 年 11 月 9 日 開催校：九州大学 

 IR 研究会（事例発表）「IR 機構連携大学等において実施している IR に関する特徴ある

活動の情報共有及び意見交換」 

・九州工業大学「九州工業大学における IR の取組－マンパワーを活用した論文数の正規化

及び補正手法－」 

・琉球大学「琉球大学における IR の取組事例－特徴のある研究領域（とんがり）の分析と

経済効果分析－」 

・九州大学「九州大学の IR 活動体制強化に向けた取り組み－データに基づく経営体制の構

築を目指して－」 

  

●2017 年 9 月 12 日 開催校：九州大学 

 実務担当者連絡会（ワーキンググループ設置の提案） 

・実務担当者連絡会に、特定の事項について調査・検討するワーキンググループを設置でき

ることとした。 

 

 IR 研究会（事例発表）「IR 機構連携大学等において実施している IR に関する特徴ある

活動の情報共有及び意見交換」 

・長崎大学「長崎大学の IR に係る取り組み」 

・宮崎大学「宮崎大学における IR 推進体制と分析を開始して感じていること」 

・九州大学「教育情報の収集・蓄積・活用」 

・九州大学「BI ツールを用いた研究力分析の紹介」 

 

●2018 年 2 月 14 日 開催校：鹿児島大学 

 実務担当者連絡会（承合事項） 

・鹿屋体育大学提案「IR 組織体制を複数持つ場合のメリット・デメリットについて」 

・鹿児島大学提案「IR を実施する際の役割分担について」 

・鹿児島大学提案「学内のデータ利用に伴う、学内の理解について」 

 

 評価・IR 勉強会（セミナー） 

・「帯広畜産大学における IR 活動の発展と課題」 

講師：帯広畜産大学 大学情報分析室 岡部 康成 特任准教授 
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 ワーキンググループの開催 

・九州工業大学主催「事務職員満足度調査ワーキンググループ」 

（内容詳細は【ワーキンググループの取組】に記載） 

 

●2018 年 10 月 17 日 開催校：九州大学 

 実務担当者連絡会（ワーキンググループ進捗状況の報告、提案） 

・ワーキンググループ進捗状況の報告：九州工業大学「事務職員満足度調査ワーキンググル

ープ」 

・ワーキンググループの提案：九州大学「教員年俸制導入に向けて教員業績評価指標を整理

する会」ワーキンググループ 

（内容詳細は【ワーキンググループの取組】に記載） 

 

 IR 研究会（事例発表）「IR 機構連携大学等において実施している IR に関する特徴ある

活動の情報共有及び意見交換」 

・熊本大学「大学情報を学内に公開する可視化システムの構築について」 

・九州大学「『IR による戦略支援会議』の設置について」 

・九州大学「九州大学 IR 室の活動事例-ジェンダーの観点からの論文状況分析-」 

 

●2019 年 2 月 22 日 開催校：宮崎大学 

 実務担当者連絡会（ワーキンググループ進捗状況の報告） 

・九州工業大学「事務職員満足度調査ワーキンググループ」 

・九州大学「教員年俸制導入に向けて教員業績評価指標を整理する会」ワーキンググループ 

（内容詳細は【ワーキンググループの取組】に記載） 

 

 評価・IR 勉強会（セミナー） 

※2019 年度以降の取組として位置付けるものを先行して実施 

・「文部科学省における EBPM の推進について」 

   講師：文部科学省 総合教育政策局 政策課 主任教育企画調整官 

     （命）調査企画課 学力調査室長 今村聡子 氏 

 

【ワーキンググループの取組】 

 「事務職員満足度調査」 

主催：九州工業大学 

参加大学：宮崎大学、鹿屋体育大学 

・趣旨 

日本の企業がグローバル環境での競争に晒される中で、国立大学に対する国民の期待が

大きくなり、その結果、国立大学の業務はより高度化・複雑化しており、その中で事務職

員の役割はより一層重要になっている。一方で人件費予算を拡大できる状況ではなく、事

務職員一人一人のスキルを高め、意識改革を進めて、組織としての力を向上させることが

さらに重要になっている。 
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九州工業大学では、事務職員のモチベーションアップのための人事制度改革に着手して

おり、事務職員が職場環境等についてどのように感じているか、2016 年度に意識調査を行

った。 

そこで、同様のアンケートを複数大学で実施して比較することで、各大学における事務

職員のマインドの特性や、強み・弱みを見える化し、大学の管理運営機能の強化を図る制

度改革の実現を目指すため、ワーキンググループを立ち上げ、活動を開始した。 

・2017～2018 年度の活動実績 

 

 

 

 









・活動概要 

第 1回ワーキンググループ会合において、本調査の賛同大学（宮崎大学、鹿屋体育大学）

とともに、調査対象の属性や調査項目の事項を検討・調整したうえで、12 月に各大学で調

査を実施した。第 2 回ワーキンググループ会合では調査結果に対し、各大学が独自に実施

した分析の結果を基に、大学毎に現れる特徴について情報共有を図った。今後は、3大学で

実施した調査データを可能な範囲で共有し、年齢層、職位、性別等の観点により、分析を

進めていく予定である。 



 「教員年俸制導入に向けて教員業績評価指標を整理する会」 

主催：九州大学 

参加大学：九州工業大学、長崎大学、大分大学、宮崎大学、鹿児島大学 

・趣旨 

国立大学法人における人事給与マネジメント改革の動向を受けて、各国立大学法人にお

いて 2019 年度以降に新年俸制が導入される予定である。これに向けて、教員の給与に反

映させる目的で行う教員業績評価の制度設計が各大学で進められることとなったが、そこ

での使用に耐えうる業績評価指標にはどのようなものがあるか、候補となる指標について

IR(Institutional research)の立場で整理することが本ワーキンググループの活動内容で

ある。各大学での人事制度設計に資する資料を作成することを目的とする。教員業績評価

指標候補の整理は複数大学共同で行える部分があると考えられ、協力して取り組むことに

より、各大学の人的・時間的負担を減らし、評価指標の検討・議論部分に集中してもらえ

ることを目指す。 

・2018 年度の活動実績 

2018 年 2 月 14 日 賛同大学の募集のための説明会を実施 

2018 年 10 月 17 日 第 1回 職員満足度調査ワーキンググループ 会合開催 

2018 年 11 月 調査方法・項目等について、九州工業大学の案を基に各大

学にて検討 

2018 年 12 月 宮崎大学、鹿屋体育大学、九州工業大学にて調査実施 

2019 年 2 月 実務担当者連絡会にて進捗状況を報告 

第 2回 職員満足度調査ワーキンググループ会合開催 

2018 年 10 月～11 月 表 1 業績評価指標候補一覧の作成 

（客観度、正確性、収集労力を整理した情報も記載） 
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・活動概要 

     業績評価の候補となる指標について、表 1 業績評価指標候補一覧として、各大学におい

て指標候補をリストアップし、それぞれについて客観度、正確性、収集労力を判定、整理

した。第 1 回ワーキンググループ会合にて各大学で作成した表 1 をまとめ、ワーキンググ

ループとしての表 1を完成させた。 

続いて表１の指標に対し、平均値・標準値（四分位数による）を各大学にて算出して表

2を作成した。各大学のデータ収集状況等のばらつき、数値の偏り等が大きいため、算出に

成功した大学が多かった 8 項目を試行的に分析。各大学の組織を文系、理系、医系、文・

理系の 4つの系に大別し、特徴の抽出を試みた。 

・今後の活動予定 

第 2 回ワーキンググループ会合にて今後の方向性を検討。表 2 で試行的に分析した 8 項

目について、複数年度の数値を集めて内容を充実させ、それらの作業で得られた知見（全

体的な傾向として抽出できるものなど）を表 1 に追記して表 1 拡大版として完成させたも

のを成果物とすることとし、2019 年 9 月頃開催予定の実務担当者連絡会でワーキンググル

ープの活動最終報告を行う予定である。 

 

 

（2）評価人材の育成のため、「SD セミナー」の開催 

評価人材育成に関する SD セミナー、ワークショップ等を行った。大学評価に携わるものとして

評価への理解を深め、実践形式のワークショップにより技術を高めるなど、業務の高度化に資す

ることができた。 

主な活動実績として以下のものが挙げられる。 

 

●2016 年 9 月 7日 開催校：福岡教育大学 

 SD セミナー（講演会、ワークショップ） 

「大学評価への誘い-教職員に求められるもの」 

講師：九州大学法学研究院 関口 正司 教授 

①講演会 

・「大学評価」とは何かを理解する。 

・大学評価（法人評価、認証評価等）の仕組みを理解する。 

・第３期中期目標期間法人評価、認証評価第３サイクルのポイントを理解する。 

2018 年 12 月 第 1回ワーキンググループ会合を開催し、各大学のワー

クシートを持ち寄って検討、ワーキングループとしての

表 1完成 

2018 年 12 月～2019

年 1 月 

表 1の指標群に対して、平均値・標準値を検討した表 2

を各大学で作成 

2019 年 2 月 各大学の表 2を統合し分析 

実務担当者連絡会にて進捗状況の中間報告 

第 2回ワーキンググループ会合を開催し、今後の方向性

を検討 
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・中期目標・中期計画、年度計画を達成するためのポイントを理解する。 

②ワークショップ 

・中期目標･中期計画及び年度計画の達成指標の作成方法を習得する。 

・達成状況を作成する際の記載のポイント、根拠資料作成のノウハウを習得する。 

 

●2016 年 9 月 14 日 開催校：宮崎大学 

 SD セミナー（ワークショップ） 

「年度計画等実施情報の記述方法や注意点」 

講師：九州大学法学研究院 関口 正司 教授 

・年度計画等の実施状況を報告するにあたり、目標・計画の達成が客観的に判断しやす

い報告内容の記述方法及び注意点等について学び、年度計画等実施状況記述担当者の資

質向上を図る 

 

●2017 年 2 月 17 日 開催校：琉球大学 

 評価・IR 勉強会（セミナー） 

 「大学評価と指標・エビデンス」 

講師：独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 渋井 進 准教授 

・大学評価と指標の関係 

・指標の妥当性に係るチェックリスト 

・内部質保証にかかる指標・エビデンス 

・法人評価のデータから見る、指標・エビデンスの傾向 

 

 

３．情報分析・活用技能の共同開発  

（1）随時の希望テーマ（ポートレート分析、統計技能等）に関する研究会の開催 

IR 研究会において、情報分析に関する取組について情報共有及び意見交換を行った。事例発表

により様々な分析手法についての理解を深めることができた。 

主な活動実績として以下のものが挙げられる。 

 

●2016 年 11 月 9 日 開催校：九州大学 

 IR 研究会（事例発表）「IR 機構連携大学等において実施している IR に関する特徴ある活

動の情報共有及び意見交換」 

・九州工業大学「九州工業大学における IR の取組 －マンパワーを活用した論文数の正規化

及び補正手法－」（１．人材育成 再掲） 

・琉球大学「琉球大学における IR の取組事例 －特徴のある研究領域（とんがり）の分析と

経済効果分析－」（１．人材育成 再掲） 

 

●2017 年 9 月 12 日 開催校：九州大学 

 IR 研究会（事例発表）「IR 機構連携大学等において実施している IR に関する特徴ある活

動の情報共有及び意見交換」 

・九州大学「BI ツールを用いた研究力分析の紹介」（１．人材育成 再掲） 
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●2018 年 10 月 17 日 開催校：九州大学 

 IR 研究会（事例発表）「IR 機構連携大学等において実施している IR に関する特徴ある活

動の情報共有及び意見交換」 

・九州大学「「九州大学 IR 室の活動事例-ジェンダーの観点からの論文状況分析-」 

（１．人材育成 再掲） 

 

 

４．その他大学の IR 機能の強化に係る活動  

(1) 先進的な IR の取組を行っている大学への訪問調査 

2017 年 9 月 12 日開催の実務担当者連絡会にて、訪問調査の方針について以下のとおり決定

した。 

「連携大学へ訪問調査希望について照会した結果、他大学への訪問調査希望はなかったため、

訪問調査という形式にこだわらず、大学評価コンソーシアム主催のセミナーや適時開催されて

いる各種勉強会に各大学がそれぞれ参加することで、効率的に情報収集を行う、という方向で

活動することとする。」 

よって、2016～2018 年度は実施していない。 

 

 

 以上１から４のとおり、「九州地区大学 IR 機構 平成 28～30 年度実施計画」に沿って活動内容

を振り返ると、活動内容が充実しているのは、１．人材育成 (1)IR 人材の育成、(2)評価人材の

育成に分類される情報共有や研究会等であり、これらが必要性の高い活動であったと見ることが

できる。 

 

 

 

３．2016～2018 年度に各大学で行った活動実績 

 各大学において、IR 機構の活動を契機として、または参考として行われた取組として、以下の

ものが挙げられる。 

●熊本大学 

【取組名】 

大学情報可視化システム(KU-RESAS)の構築 

【取組内容、成果など】 

大学の各部署に散在する情報を一元化し、それらのデータを可視化するシステムを構築す

るため、市販の BI ツールを活用し、2017 年度よりまず試行版として研究領域において作成

を開始した。2018 年度中の稼働を目指して取り組み、2019 年 2 月に教育や国際といった他領

域まで拡大の上、本稼働させることができた。このシステムは、IR 機構の評価・IR 研究会で

の取組事例の紹介等を参考として、構築を進めたものである。 

 

●大分大学 

【取組名】 
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IR 推進体制や活動内容を参考にした取組 

【取組内容、成果など】 

IR 機構に参加している大学の IR 推進体制を参考に、本学の IR 推進体制を整備するととも

に、各大学の活動報告を参考にしている。 

その一例として、事例報告のあった BI ツール等の試行を行い、大学評価コンソーシアム等

で紹介されたツール等と合わせて、執行部等へのデータの提示方法を検討している。 

 

●鹿児島大学 

【取組名】 

IR 体制の機能強化 

【取組内容、成果など】 

本学の IR 体制の機能強化を図るため、企画・立案組織として平成 29 年（2017 年）4 月に

「IR 企画室」を新設するとともに、実施組織である既設（平成 25 年（2013 年）6月設置）

の「IR センター」に各分野責任者（教学、国際、研究、社会貢献、病院、男女共同参画、業

務運営）等をメンバーに加えるなど要項を全面的に見直し、大学運営のための意思決定や計

画策定を支援する体制を強化した。  

平成 30 年（2018 年）2 月に IR センター会議を開催し、複数の国立大学法人が課題として

取り組み始めた「教員の活動状況の可視化」について、本学の対応について検討を開始する

とともに、先行大学への訪問調査を実施し、学内のデータ収集に着手した。 

 

●鹿屋体育大学 

【取組名（1）】 

学内 IR 実施体制の整備 

【取組内容、成果など】 

 当機構参加大学の組織、体制を参考に、本学においても平成 28 年（2016 年）11 月、学内

組織再編により学長を中心とした「運営企画会議」（学長、副学長、学長補佐、附属図書館長、

系主任、教育企画・評価室長、事務局長、事務局次長、各課長）を組織した際、全学 IR 機能

を持たすこととした。また、既に教学 IR の機能を持っていた教育企画・評価室に特任助教、

特任専門員等を配置したほか、平成 29 年（2017 年）12 月、事務局経営戦略課に IR を担当す

る専門職員 1名を配置し、IR 実施体制の整備を図った。 

 

【取組名（2）】 

学内情報資源調査の実施 

【取組内容、成果など】 

 平成 28 年(2016 年)8 月、事務局で保管する情報資源について、保管ファイル名、保管場所、

記載項目等を調査し、情報共有を図った。また、本調査結果を参考に、データカタログ作成

に取り組んでいる。 

 

●九州大学 

【取組名】 

「教員年俸制導入に向けて教員業績評価指標を整理する会」ワーキンググループの設置 



12 
 

【取組内容、成果など】 

  実務担当者連絡会に、特定の事項について調査・検討するワーキンググループを置くこと

ができる仕組みを構築したことを受けて、喫緊の必要性が生じている「教員年俸制導入に向

けた教員業績評価指標」について検討するワーキンググループを設置した。教員業績評価の

制度設計を各大学で進めるにあたり、使用に耐えうる業績評価指標にはどのようなものがあ

るか、候補となる指標について IR(Institutional research)の立場で整理することを目的と

し、取組を進めている。 

 

 

 

４．IR 機構の今後の活動について 

２で整理した 2016～2018 年度の活動内容を踏まえ、今後必要な活動として以下を検討する。 

 

１．評価・IR 人材の育成  

（1）評価・IR 活動の強化、人材の育成に資する情報共有及び意見交換、研究会等の実施 

 ①担当・場所：拠点大学・連携大学 

 ②参加：拠点大学・連携大学 

 （趣旨）2016-2018 年度の活動でも多く実施した、評価活動、IR 活動に従事する人材の育成に

資する情報共有、意見交換、研究会等を引き続き行う。 

 

２．評価・IR に係る取組の共有  

（1）IR 機構連携大学等において実施している評価・IR に関する取組・活動についてのグッドプ

ラクティスの共有及び意見交換等の実施 

 ①担当・場所：拠点大学・連携大学 

 ②参加：拠点大学・連携大学 

（趣旨）IR 機構連携大学等においてそれぞれが実施している、評価や IR に関する取組・活動に

ついて、積極的に事例を紹介し、意見交換等を行うことで、グッドプラクティスの共有、更な

る高度化を目指す。 

 

３．その他大学の IR 機能の強化に係る活動  

（1）その他、大学の IR 機能の強化に係る活動があれば随時実施 

 ①担当・場所：拠点大学・連携大学 

 ②参加：拠点大学・連携大学 

 （趣旨）IR の必要性は今後さらに増すと予想されるので、これまで想定されていなかった IR

に関する活動等が必要になることも考えられる。それらに関して情報交換、意見交換等を行っ

て IR 機能の強化・充実を目指す。 


